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春の散策に適したスポットを紹介します。春風に誘われて、ぶらっ
と出掛けてみてはいかがでしょうか。手軽に出掛けられる４コースを
選んでみました。

立石山コース（中村町）

青山高原コース（榊原町）
津市～伊賀市にかけて50基を超える風
力発電施設や真っ赤なツツジがあり、伊
勢湾から知多半島まで見渡すことが出来
る壮大な景観を堪能してください。

ミニ・登山コースです。
高くはないものの山頂での
展望はよく、津市街地や松
阪市が一望でき、遠くには
伊勢湾も望むこと
が出来ます。地域
住民により手入れ
された里山はさま
ざまな花木や、草
花を楽しむことが
出来ます。

自衛隊には桜のトンネル
陸上自衛隊
久居駐屯地コース
（久居新町）

金比羅山コース（榊原町）
春には桜が山一面を覆う金比羅山。昔
話に登場する山のように可愛らしい姿は
地元の人たちにも愛されています。榊原
温泉からは往復約40分の散策コースに
なります。ここからの展望はよく、晴れ
た日には伊勢湾までよく見えます。

桜の開花に合わせ
て久居駐屯地グラウ
ンドが一般開放され
ま す。▼ 期 間:4 月 2
日(土)～10日(日)※
開花状況により変更
になります。▼時間:平日17時～20時、土･日曜日9時～20
時▼夜間はライトアップも行われます。期間中、土･日曜
日には模擬売店も出ます。
問い合わせ 久居総合支所地域振興課（☎255-8846）
、自衛隊
の桜については、陸自・久居駐屯部隊広報室（☎255-3133）

久居地域で活躍している人たち
自分たちが子どもの頃、
小銭を握りしめ、神社の境
内を駆け回り、駄菓子を買ったり、みこ
しを担いだりした、そんな楽しかった思い
出を現代の子どもたちに伝えていきた
い。地元の高校生など若者にもどんど
ん祭りに参画して欲しい。現在は二ノ町
商店街が会場になっていますが、周辺
地域からの盛り上がりがあり、新町、本町商店街
私たちが久居
へも拡大出来たら理想的です。いつかは、久居
を元気にします。
の伝統行事だった仮装行列も復活させたいとの
思いもあります。一緒に盛り上げていただける仲間を募集
していますので、ご一報ください。
久居地域の活性化のために活躍している「人」にスポッ
トを当てて、紹介するコーナーです。
4月3日（日）に「春の久居まつり」の
春の久居まつり
第3回目は、祭りを通して地域活性化を実践している万
開催を予定しています。今年で3回
の内容は？
人囃子（まんにんばやし）の皆さんです。
目ですが、春は「和」をテーマとした
魅力ある地域の祭りに育てていきたいと思っています。内
容は、地元商店による出店や、春のステージ、特大筆一
久居青年会議所が、津青年
結成のきっかけは？
筆書きなど、手作り感いっぱいに開催します。ぜひ、ご来
会議所と合併し、活動範囲が
場ください。
広くなり、愛着のある久居
地域との関わりが薄くなっ
問い 合わせ 万人囃子
ていくことへの危機感があ
代表 青木さん（☎090り ました。そ こ で、旧 久居
5112-7111）、春 の 久
青年会議所のメンバーか
居 ま つ り に つ い て は、久
ら有志を募り、祭りを中心
居まつり実行委員会(☎
とした実行部隊を立ち上
255-8846)
げました。
地域への思いは？

久居地域再発見

お菓子で地域おこしに貢献

榊原温泉の活性化の一助に

「江」のイメージを和菓子に

古代米ロール
榊原温泉の活性化を目
的に、ボンマルシェが旅館
の女将たちと協働で、地元
の古代米を使ったスイー
ツの研究に取り組んできた
新作「糸さくらロール」
経験を基に、試行錯誤の
（榊原温泉女将の会推奨）
末、商 品 化 に 成 功 し ま し
た。甘さ控えめで、しっとりした食感が好評です。
問い合わせ
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縁（えにし）
NHK大河ドラマ「江～姫
たちの戦国～」にちなんだ
和菓子を新木屋菓子舗
が 商 品 化。多 く の 人 と の
“縁”の中で生きた「お江」
から「縁-えにし-お江様」と命名。県産小麦や伊勢
茶を使用して、ふっくら、もっちり、姫様のように見た
目もきれいで上品な蒸し菓子です。

津商工会議所久居支所（☎255-2343）
ひさい地域だより

津市国際交流協会ひさい支部
外国人に日本語を学ん
でもらう「日本語ひろば」、
ハングル語など外国語や文化を学ぶ「外国語サロン」、
各国の料理を作って交流する「文化紹介活
動」、誰でも参加できるパーティー型のイベ
ント「ワールドレストラン」など、多くの事業を
行っています。日本語を教える講師は全員
ボランティアです。ボランティア講師は現在
２０人以上が活動しています。
どんな活動をしているの？

活動への思いは？

海外から来て言葉や生活習慣
の違いから困ってい
る人たちの役に立ち
たいという思いから、
社会貢献活動として
ボランティアをしてい
ます。友達もたくさん
出来て楽しいです。

「ワールドレストラン」などのイ
ベントは誰でも参加できます。
10カ国以上のお料理を囲んでのパーティー＆トークで楽
しいひと時が過ごせます。また、「外国語サロン」や「文化
紹介活動」などは会員になれば誰でも参加できます。
誰でも参加できるの？

ジャズコンサート＆ワールドレス
トランや文化紹介活動の模様

まずは、現在の活動を継続してい
今後の活動は？ くことです。当協会ではボランティア
スタッフとして協力していただける人
を募集しています。高校生以上であればどなたでもＯＫ
です。日本語ボランティア養成講座も受けていただくので
安心です。国際交流って楽しいものですよ。
問い合わせ 久居総合支所生活課（☎255-8839）

「久居地域づくり活動支援事業補助金」を新設しました
近年、地域社会では、人と人とのつながりが弱まり、
かつてあった隣近所の助け合いで支え合ってきた生活
が変わりつつあります。そこで、地
域力の維持、再構築を目指し、
地域のために活動をしている各種
団体が相互に連携して地域課題
への対応を図るために行う事業
補助制度を新設しました。
【補助対象】
久居地域の地域活動団体（自治会、地区社会福祉
協議会、地区体育振興会、子ども会、自主防災組織
など地域のために公益的な活動をしている各種団体）
が、相互に連携して行う自主的な地域づくり事業
※ 申請には自治会を含む2団体
以上の協働が必要。申請受付は
4月25日(月)から。当制度の趣
旨や要件に適合するかどうかを
判断し、先着順に決定します。
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【事業例】
地域の安全・防犯対策活動、環境
保全・景観づくり活動、子どもの遊び場
づくり、世代間交流事業など(親睦事
業などは含みません）。

説 明 会
日時 4月20日(水) 19時～
場所 久居総合支所３階301会議室
説明会は希望者を対象に実施します。参加を希望
される人は、説明会前日までに下記へご
連絡ください。
事務担当：久居総合支所生活課
☎255-8839、FAX:255-0960
Eメール：255-8839@city.tsu.lg.jp
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この春、久居地域で開催される主なイベントを紹
介します。ご家族そろってお出掛けください。

春の久居まつり

アジサイの名所

日時：4月3日(日)10時～15時(雨天中止)
場所：二ノ町商店街(久居二ノ町）
内容 地元商店街に
よる出店、伝統和楽
競演、お茶会、特大
筆一筆書き、手打ち
そば販売など
問い合わせ 久居ま
つ り実 行委 員会 (☎
255-8846)

久居地域にあるアジサイの名所をご案内しま
す。一度、ご覧になってみてはいかがですか。
久居地域の主なアジサイの名所
▼ 伊勢 温泉 ゴル フク ラブ ( 戸木 町）▼敏 太神社
（戸木町）▼花街道(久居一色町）▼湯の瀬フラ
ワーガーデン＆榊原温泉あじさいの道（榊原町）
問い合わせ 久居総合支所地域振興課(☎2558846)

榊原温泉さくら祭り
日時：4月2日(土)9時30分～14時
（雨天の場合は3日(日)に順延）
場所：榊原自然の森多目的広場(榊原町）
内容：湯の瀬太鼓、地元グループによる出店など
問い合わせ 榊原温泉さくら祭り実行委員会(☎
252-0220)

田んぼアート

田植え

榊原温泉 ほたる祭り

榊原町で昨年から実施している田んぼアートで、
今年も５月22日(日)に田植えを予
定しています。多数ご参加くださ
い。
問い合わせ 榊原温泉田んぼアー
ト実行委員会(☎252-0220)

木造氏＆雲出井ウォーク
西嶋八兵衛翁記念祭式典と木造城址を巡
る歴史発見ウォークに参加しませんか。
日時：4月19日(火) 9時～14時30分
集合場所：木造集会所（8時30分～受付）
コース：木造集会所～水分神社（西嶋八兵
衛翁記念式典見学後、昼食）～雲出井～木
造城跡～木造神社～引接寺～木造集会所
申し込み：4月10日(日)までに電話または
FAXで申し込んでください。定員60人※早
期終了する場合があります。
申 し 込 み・問 い
合わせ 久居城
下案内人の会代
表 森下さん(☎
080-1556-4559
FAX255-0960)

期間：6月1日(水)～30日(木)
会場：加盟旅館・射山神社ほ
か（榊原町）
内容：ほたる鑑賞会、短冊飾
りなど（予定）
問い合わせ 榊原温泉振興協会(☎252-0017)

ひさい地域だよりへの
情報をお寄せください
久居地域
で地域活動などに積極的に取り組んでいる
人、グループなどの情報をお寄せくださ
い。自薦・他薦は問いません。お気軽にお
電話ください。 問い合わせ 久居総合支
所地域振興課（☎255-8803）

総合支所からのお知らせ

編集後記
桜の開花とともに日一日と暖かくなって参りましたが、風邪のシー
ズンが過ぎたと思ったら花粉の到来と、マスクが手放せないこの頃
ですが健康には十分ご留意ください。さて、久居の地域づくりに活躍
されている人・団体・イベントなどを紹介する「ひさい地域だより」の発
行も、今号で３号目を迎えました。紙面の都合上、一部の紹介と
なっていますが、引き続き地域づくりの情報提供に向け取り組んで
参りたいと考えています。ご支援のほどよろしくお願いします。

